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＜本号で登載された条例のあらまし＞ 

◇ 静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公

営に関する条例及び静岡市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する

条例（平成28年静岡市条例第99号） 

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用自動車の使用等の公営に要する経費に係る限度額を引き上

げるため、所要の改正をすることとした。 

―――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 静岡市職員退職手当支給条例及び静岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例（平成28年静岡市条例第100号） 

雇用保険法の一部改正に伴い、失業者の退職手当の支給対象者の変更等、所要の改正をすることとした。 

―――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 静岡市総合運動場条例の一部を改正する条例（平成28年静岡市条例第101号） 

清水総合運動場において、多目的室等の利用料金の限度額を設定するため、所要の改正をすることとした。 

―――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

等に関する条例の一部を改正する条例（平成28年静岡市条例第102号） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第３条の２の政令で定める日

を定める政令の施行により、日本年金機構による個人番号の利用が可能となったことに伴い、年金の給付等の

事務における特定個人情報の授受等について定めるため、所要の改正をすることとした。 

―――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 静岡市市民による自転車の安全利用の確保に関する条例（平成28年静岡市条例第103号） 

自転車の安全な利用に関し基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、施策の

基本となる事項を定めることにより、歩行者を含む交通の安全を確保し、もって安全安心な生活環境の実現に

資するため、本条例を制定することとした。 

―――――――――――――――――――――――――――― 
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静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスタ

ーの作成の公営に関する条例及び静岡市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関す

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。

  平成28年12月13日

静岡市長 田 辺 信 宏     

静岡市条例第99号

   静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポ

スターの作成の公営に関する条例及び静岡市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の

公営に関する条例の一部を改正する条例

（静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポス

ターの作成の公営に関する条例の一部改正）

第１条 静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用

ポスターの作成の公営に関する条例（平成15年静岡市条例第13号）の一部を次のように改正

する。

  第４条第２号ア中「１万5,300円」を「１万5,800円」に改め、同号イ中「7,350円」を「7,560

円」に改める。

  第９条第１号中「510円48銭」を「525円６銭」に、「30万1,875円」を「31万500円」に改め、

同条第２号中「25万5,240円と26円73銭」を「26万2,530円と27円50銭」に、「30万1,875円」

を「31万500円」に改める。

（静岡市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改正）

第２条 静岡市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例（平成19年静岡市

条例第47号）の一部を次のように改正する。

  第４条第１号中「７円30銭」を「７円51銭」に改め、同条第２号中「36万5,000円と４円88

銭」を「37万5,500円と５円２銭」に改める。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙運動用自動車の
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使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び静岡市長の選挙における選挙運

動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示され

る選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前

の例による。
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静岡市職員退職手当支給条例及び静岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。

  平成28年12月13日

静岡市長 田 辺 信 宏     

静岡市条例第100号

   静岡市職員退職手当支給条例及び静岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例

（静岡市職員退職手当支給条例の一部改正）

第１条 静岡市職員退職手当支給条例（平成15年静岡市条例第53号）の一部を次のように改正

する。

  第５条第２項中「次条第２項並びに第７条第１項」を「以下この項、次条第２項並びに第

７条第１項第４号」に改める。

  第11条の２第６項第４号中「除く」の次に「。第８項第２号において同じ」を加え、同条

第８項第２号中「（故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合に

おける懲戒処分を除く。）」を削り、同条第13項第３号中「除く。）」を「除く。）。」に改める。

  第13条第５項第２号中「第55条」を「第８条第３項」に改める。

第17条の２第５項中「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第

５条第１項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に

改め、同項第２号中「第37条の４第３項前段」を「第37条の４第３項」に改め、同条第６項

中「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第５条第１項に規定す

る適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第11項中

「広域求職活動費」を「求職活動支援費」に改め、同項第６号を次のように改める。

（６）求職活動に伴い雇用保険法第59条第１項各号のいずれかに該当する行為をする者 同

条第２項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

第17条の２第15項中「規定は、」の次に「第５項又は第６項の規定による退職手当の支給を

受けることができる者（第５項又は第６項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、

当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して１年を経過していないものを含む。）

及び」を加え、「これらの規定による」を「第７項又は第８項の規定により」に改める。

（静岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）
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第２条 静岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成15年静岡市条例第298号）の

一部を次のように改正する。

  第19条第５項第２号中「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法

第５条第１項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」

に改める。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。ただし、第１条中静岡市職員退職手当支給

条例第５条第２項、第11条の２及び第13条第５項第２号の改正規定は、公布の日から施行す

る。

（経過措置）

２ 退職職員（退職した静岡市職員退職手当支給条例第２条に規定する職員（第３条第１項の

規定による職員の遺族及び同条第２項の規定により職員とみなされる者を含む。）をいう。以

下同じ。）であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法

（昭和49年法律第116号）第５条第１項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の

一部を改正する法律（平成28年法律第17号）第２条の規定による改正前の雇用保険法第６条

第１号に掲げる者に該当するものにつき、第１条の規定による改正後の静岡市職員退職手当

支給条例（以下「新条例」という。）第17条の２第５項又は第６項の勤続期間を計算する場合

における静岡市職員退職手当支給条例第13条の規定の適用については、同条第１項中「在職

期間」とあるのは「在職期間（雇用保険法等の一部を改正する法律（平成28年法律第17号）

の施行の日（以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。）前の在職期

間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期

間）」と、同条第２項中「職員となった日の属する月から起算し、退職の日の属する月をもっ

て終わる」とあるのは「職員となった日の属する月（雇用保険法改正法施行日前の在職期間

を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月）から起算し、退職の日の属す

る月をもって終わる（退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零月

とする。）」とする。

３ 新条例第17条の２第11項（第６号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を

含む。）の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に同号に規定する行為（当該行為に関し、第１条の規定による改正前の静岡市職

員退職手当支給条例（以下この項及び第５項において「旧条例」という。）第17条の２第11
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項第６号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行

為を除く。）をしたもの（施行日前１年以内に旧条例第17条の２第５項又は第６項の規定によ

る退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第17条の

２第５項から第８項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていな

いものを除く。）について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により

広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支

給については、なお従前の例による。

４ 新条例第17条の２第15項において読み替えて準用する同条第11項（第４号に係る部分に限

る。）の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員

であって施行日前に職業に就いたものに対する静岡市職員退職手当支給条例第17条の２第11

項第４号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

５ 施行日前に旧条例第17条の２第５項又は第６項の規定による退職手当の支給を受けること

ができる者となった者（施行日以後に新条例第17条の２第５項から第８項までの規定による

退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。）に対する静岡市職員退職手当支

給条例第17条の２第11項第５号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお

従前の例による。

６ 第２条の規定による改正後の静岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条第

５項の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員

であって施行日前に職業に就いたものに対する退職手当の支給については、なお従前の例に

よる。
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静岡市総合運動場条例の一部を改正する条例をここに公布する。

  平成28年12月13日

静岡市長 田 辺 信 宏     

静岡市条例第101号

   静岡市総合運動場条例の一部を改正する条例

静岡市総合運動場条例（平成15年静岡市条例第123号）の一部を次のように改正する。

別表第２の２体育館の利用料金の限度額の表中

「

専用利用 アマチュアス

ポーツ又はレ

クリエーショ

ンに利用する

場合

一般 6,480円 4,320円 4,320円 12,960円

を

生徒等 4,560円 3,040円 3,040円 9,120円

その他の場合 32,400円 21,600円 21,600円 64,800円

                                        」

「

専用

利用

アリー

ナ

アマチュアス

ポーツ又はレ

クリエーショ

ンに利用する

場合

一般 6,480円 4,320円 4,320円 12,960円

に

生徒等 4,560円 3,040円 3,040円 9,120円

その他の場合 32,400円 21,600円 21,600円 64,800円

多目的

室

多目的室１ 1,080円 720円 720円 2,160円

多目的室２ 1,560円 1,040円 1,040円 2,640円

多目的室３ 1,380円 920円 920円 2,760円

多目的室４ 1,380円 920円 920円 2,760円

多目的室５ 1,080円 720円 720円 2,160円

                                        」
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改め、別表第２の３武道場の利用料金の限度額の表備考中13を14とし、12を13とし、11の次に

次のように加える。

  12 冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、冷暖房設備の利用の時間１時間に

つき2,120円をこの表による金額に加算した額とする。

   附 則

この条例は、平成29年４月１日から施行する。ただし、別表第２の３武道場の利用料金の限

度額の表備考の改正規定は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行する。
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静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

  平成28年12月13日

静岡市長 田 辺 信 宏     

静岡市条例第102号

静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例

静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用等に関する条例（平成27年静岡市条例第111号）の一部を次のように改正する。

別表中

「

１ 地方税法（昭和25

年法律第226号）その

他の地方税に関する

法律及びこれらの法

律に基づく条例によ

る地方税の賦課徴収

又は地方税に関する

調査（犯則事件の調

査を含む。）に関する

事務であって規則で

定めるもの

生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支

給に関する情報（第３条第１号の外国人に係る生活保

護に関する情報を含む。以下「生活保護関係情報」と

いう。）であって規則で定めるもの

介護保険法（平成９年法律第123号）による保険給付の

支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する

情報（以下「介護保険給付等関係情報」という。）であ

って規則で定めるもの

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）による保険給

付の支給又は保険料の徴収に関する情報（以下「国民

健康保険給付関係情報」という。）であって規則で定め

るもの

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80

号）による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報（以下「後期高齢者医療給付関係情報」

という。）であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）による身体
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障害者手帳に関する情報（以下「身体障害者手帳関係

情報」という。）であって規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年

法律第123号。以下「精神保健法」という。）による精

神障害者保健福祉手帳に関する情報（以下「精神障害

者保健福祉手帳関係情報」という。）であって規則で定

めるもの

２ 生活保護法による

保護の決定及び実

施、就労自立給付金

の支給、保護に要す

る費用の返還又は徴

収金の徴収に関する

事務であって規則で

定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の

規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事

項に関する情報（以下「地方税関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人法」

という。）による支援給付又は配偶者支援金の支給に関

する情報（以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」

という。）であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支

援法」という。）による自立支援給付の支給又は地域生

活支援事業の実施に関する情報（以下「障害者総合支

援関係情報」という。）であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法

律第134号）による特別児童扶養手当の支給に関する情

報（以下「特別児童扶養手当関係情報」という。）であ

って規則で定めるもの

老人福祉法（昭和38年法律第133号）による福祉の措置

又は費用の徴収に関する情報（以下「老人福祉措置等

関係情報」という。）であって規則で定めるもの

を

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの
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国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるも

の

身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの

健康増進法（平成14年法律第103号）による健康増進事

業の実施に関する情報（以下「健康増進事業関係情報」

という。）であって規則で定めるもの

母子保健法（昭和40年法律第141号）による養育医療の

給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

（以下「母子保健養育医療給付等関係情報」という。）

であって規則で定めるもの

児童福祉法（昭和22年法律第164号）による小児慢性特

定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支

給に関する情報（以下「小児慢性特定疾病医療費等関

係情報」という。）であって規則で定めるもの

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法

律第50号。以下「難病法」という。）による特定医療費

の支給に関する情報（以下「難病特定医療費関係情報」

という。）であって規則で定めるもの

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」と

いう。）による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又

は療養費の支給に関する情報（以下「感染症医療関係

情報」という。）であって規則で定めるもの

精神保健法による診察、入院措置、費用の徴収又は退

院等の請求に関する情報（以下「精神保健診察等関係

情報」という。）であって規則で定めるもの

精神障害者保健福祉手帳関係情報であって規則で定め

るもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129
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号）による資金の貸付け又は給付金の支給に関する情

報（以下「母子等福祉関係情報」という。）であって規

則で定めるもの

児童手当法（昭和46年法律第73号）による児童手当又

は特例給付（同法附則第２条第１項に規定する給付を

いう。以下同じ。）の支給に関する情報（以下「児童手

当関係情報」という。）であって規則で定めるもの

児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）による児童扶

養手当の支給に関する情報（以下「児童扶養手当関係

情報」という。）であって規則で定めるもの

」

「

１ 地方税法（昭和25

年法律第226号）その

他の地方税に関する

法律及びこれらの法

律に基づく条例によ

る地方税の賦課徴収

又は地方税に関する

調査（犯則事件の調

査を含む。）に関する

事務であって規則で

定めるもの

生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支

給に関する情報（第３条第１号の外国人に係る生活保

護に関する情報を含む。以下「生活保護関係情報」と

いう。）であって規則で定めるもの

介護保険法（平成９年法律第123号）による保険給付の

支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する

情報（以下「介護保険給付等関係情報」という。）であ

って規則で定めるもの

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）による保険給

付の支給又は保険料の徴収に関する情報（以下「国民

健康保険給付関係情報」という。）であって規則で定め

るもの

国民年金法（昭和34年法律第141号）による年金である

給付の支給又は保険料の徴収に関する情報（以下「年

金給付関係情報」という。）であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80

号）による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報（以下「後期高齢者医療給付関係情報」
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という。）であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）による身体

障害者手帳に関する情報（以下「身体障害者手帳関係

情報」という。）であって規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年

法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。）によ

る精神障害者保健福祉手帳に関する情報（以下「精神

障害者保健福祉手帳関係情報」という。）であって規則

で定めるもの

２ 生活保護法による

保護の決定及び実

施、就労自立給付金

の支給、保護に要す

る費用の返還又は徴

収金の徴収に関する

事務であって規則で

定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の

規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事

項に関する情報（以下「地方税関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人法」

という。）による支援給付又は配偶者支援金の支給に関

する情報（以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」

という。）であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支

援法」という。）による自立支援給付の支給又は地域生

活支援事業の実施に関する情報（以下「障害者総合支

援関係情報」という。）であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法

律第134号）による特別児童扶養手当の支給に関する情

報（以下「特別児童扶養手当関係情報」という。）であ

って規則で定めるもの に、

老人福祉法（昭和38年法律第133号）による福祉の措置

又は費用の徴収に関する情報（以下「老人福祉措置等
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関係情報」という。）であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるも

の

身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの

健康増進法（平成14年法律第103号）による健康増進事

業の実施に関する情報（以下「健康増進事業関係情報」

という。）であって規則で定めるもの

母子保健法（昭和40年法律第141号）による養育医療の

給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

（以下「母子保健養育医療給付等関係情報」という。）

であって規則で定めるもの

児童福祉法（昭和22年法律第164号）による小児慢性特

定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支

給に関する情報（以下「小児慢性特定疾病医療費等関

係情報」という。）であって規則で定めるもの

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法

律第50号。以下「難病法」という。）による特定医療費

の支給に関する情報（以下「難病特定医療費関係情報」

という。）であって規則で定めるもの

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」と

いう。）による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又

は療養費の支給に関する情報（以下「感染症医療関係

情報」という。）であって規則で定めるもの

精神保健福祉法による診察、入院措置、費用の徴収又

は退院等の請求に関する情報（以下「精神保健診察等

関係情報」という。）であって規則で定めるもの

精神障害者保健福祉手帳関係情報であって規則で定め
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るもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129

号）による資金の貸付け又は給付金の支給に関する情

報（以下「母子等福祉関係情報」という。）であって規

則で定めるもの

児童手当法（昭和46年法律第73号）による児童手当又

は特例給付（同法附則第２条第１項に規定する給付を

いう。以下同じ。）の支給に関する情報（以下「児童手

当関係情報」という。）であって規則で定めるもの

児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）による児童扶

養手当の支給に関する情報（以下「児童扶養手当関係

情報」という。）であって規則で定めるもの

」

「

13 介護保険法による

保険給付の支給、地

域支援事業の実施又

は保険料の徴収に関

する事務であって規

則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるも

の

14 国民健康保険法に

よる保険給付の支給

又は保険料の徴収に

関する事務であって

規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

重度心身障害者に係る医療費の助成に関する情報（以

下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの

を

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

母子家庭等医療費助成関係情報であって規則で定める

もの

15 高齢者の医療の確

保に関する法律によ

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの
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る後期高齢者医療給

付の支給又は保険料

の徴収に関する事務

であって規則で定め

るもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの

精神障害者保健福祉手帳関係情報であって規則で定め

るもの

」

「

13 介護保険法による

保険給付の支給、地

域支援事業の実施又

は保険料の徴収に関

する事務であって規

則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

年金給付関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるも

の

14 国民健康保険法に

よる保険給付の支給

又は保険料の徴収に

関する事務であって

規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

重度心身障害者に係る医療費の助成に関する情報（以

下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

年金給付関係情報であって規則で定めるもの

母子家庭等医療費助成関係情報であって規則で定める

もの

14の２ 国民年金法に

よる年金である給付

若しくは一時金の支

給、保険料その他徴

収金の徴収又は加入

員の資格の取得及び

喪失に関する事項の

届出に関する事務で

地方税関係情報であって規則で定めるもの に、

生活保護関係情報であって規則で定めるもの
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あって規則で定める

もの

15 高齢者の医療の確

保に関する法律によ

る後期高齢者医療給

付の支給又は保険料

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

年金給付関係情報であって規則で定めるもの

の徴収に関する事務 身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの

であって規則で定め 精神障害者保健福祉手帳関係情報であって規則で定め

るもの るもの

」

「

18 難病法による特定

医療費の支給に関す

る事務であって規則

で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定

めるもの

を

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

」

「

18 難病法による特定

医療費の支給に関す

る事務であって規則

で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定

めるもの に、

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるも

の

」

「

20 精神保健法による

診察、入院措置、費

用の徴収、退院等の

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害者総合支援関係情報であって規則で定めるもの
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請求又は精神障害者

保健福祉手帳の交付

に関する事務であっ

て規則で定めるもの

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの を

後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるも

の

身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの

」

「

20 精神保健福祉法に

よる診察、入院措置、

費用の徴収、退院等

の請求又は精神障害

者保健福祉手帳の交

付に関する事務であ

って規則で定めるも

の

地方税関係情報であって規則で定めるもの

に

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害者総合支援関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるも

の

身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの

」

改める。

   附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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静岡市市民による自転車の安全利用の確保に関する条例をここに公布する。

  平成28年12月13日

静岡市長 田 辺 信 宏     

静岡市条例第103号

静岡市市民による自転車の安全利用の確保に関する条例

温暖な気候に恵まれ、東西に広がる静岡平野に中心市街地や住宅地が形成された本市は、自

転車利用者が多く、また、中心市街地及びその周辺は多くの歩行者で賑わっている。このよう

な状況から、朝夕の通学時間帯をはじめとして、一団となって並走する高校生等、自転車の危

険な走行が歩行者や自動車の交通の安全を損ねている状況が多くみられる。

このことは、自転車が気軽で利便性の高い交通手段として多くの市民に利用されている一方

で、自転車が車両であること、交通ルールが守られなければ、歩行者、特に交通弱者に危害を

加え得るものであることについての理解が十分でないことが主な原因であると考えられる。

そこで、自転車を利用するしないにかかわらず、市、市民、事業者等が一体となって自転車

の利用における安全意識を共有し、誰もが他人を思いやり、互いに譲り合う事故の無い安全な

交通の確保を実現することを目指し、ここに本条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、自転車の安全な利用に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者等の

責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、歩行者を含む交

通の安全を確保し、もって安全安心な生活環境の実現に資することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する者をいう。

（２）自転車 道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第２条第１項第11号

の２に規定する自転車をいう。

（３）自動車等 法第２条第１項第９号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付

自転車をいう。

（４）道路 法第２条第１項第１号に規定する道路をいう。

（５）交通安全団体 交通安全に関する活動を行うことを主な目的として組織された団体をい

う。
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（基本理念）

第３条 自転車の安全な利用は、市民一人ひとりが自転車の安全利用についての理解を深め、

交通事故を起こさず、交通事故に遭わないよう心がけるとともに、市その他の主体が安全な

交通環境の整備に努めることにより実現されなければならない。

（市の責務）

第４条 市は、自転車の安全な利用の促進に資する施策を総合的に実施するものとする。

２ 市は、自転車の安全な利用の促進に資する施策を推進するため、国、静岡県、静岡県警察、

事業者及び交通安全団体と相互に連携を図るものとする。

３ 市は、市民に対し、定期的、段階的に歩行者及び自転車利用者の交通安全に関する教育を

実施しなければならない。

４ 市は、市内において交通事故が多数発生し、市民等に対し注意を喚起する必要があると認

めるときは、交通事故多発警報を発するとともに、交通事故の増加を防止するための総合的

かつ集中的な対策を講じなければならない。

（市民の責務）

第５条 市民は、自転車の安全な利用を推進するとともに、市が実施する施策に協力するよう

努めなければならない。

２ 市民は、児童、高齢者、障害者その他道路の通行に配慮を必要とする者の安全が自転車の

走行により脅かされることのないよう努めなければならない。

（歩行者の責務）

第６条 歩行者は、道路の通行に当たっては、交通安全に関する法令を遵守するとともに、携

帯電話等に表示された画面を注視すること等の他の交通への注意力が散漫となるような行為

を慎むなど、道路交通に危険を生じさせないように努めなければならない。

２ 歩行者は、夜間に歩行する場合は、明るい服装や自発光式反射材を装着するなど自転車及

び自動車等の利用者から認識されるよう努めなければならない。

（自転車利用者の責務）

第７条 自転車利用者は、車両の運転者としての責任を自覚し、交通安全に関する法令を遵守

するとともに、歩行者の通行及び自動車等の運行に十分配慮して自転車を利用しなければな

らない。

２ 自転車利用者は、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得に努めなければな

らない。

３ 自転車利用者は、自転車が関係する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は
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共済（以下「自転車損害保険等」という。）への加入に努めなければならない。

４ 自転車利用者は、その利用する自転車の定期的な点検及び整備その他の交通事故を防止す

るための対策に努めなければならない。

５ 自転車利用者は、歩行者に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をしてはならない。

（自転車小売業者の責務）

第８条 自転車小売業者は、自転車の点検及び整備の必要性に関する情報その他の自転車の安

全な利用に関する情報の提供及び助言を行うよう努めなければならない。

（自動車等運転者の責務）

第９条 自動車等の運転者は、自転車その他の交通の安全に配慮するよう努めなければならな

い。

２ 自動車等の運転者は、自転車又は歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間

隔を保ち、又は徐行するよう努めなければならない。

３ 自動車等の運転者は、早期の前照灯点灯等他の交通から認識しやすくなる措置を取るよう

努めなければならない。

（事業者の責務）

第10条 事業者は、その事業活動において、その従業員に対し、交通安全に関する啓発及び指

導を行うとともに自転車の安全な利用に関する市が実施する施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。

（学校等における交通安全教育）

第11条 学校等（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（大学を除く。）、

保育所及び認定こども園をいう。）を管理する者は、その学生、生徒、児童又は幼児に対し、

その発達の段階に応じた交通安全教育を行うよう努めなければならない。

２ 学校等を管理する者は、市、又は静岡県警察等の関係機関との連携を密にし、交通安全教

育に資する情報の収集に努めなければならない。

３ 学校等を管理する者は、その学生又は生徒で通学に自転車を利用する者に対し、自転車の

危険な利用に起因する事故の実例等を踏まえた啓発指導を定期に実施するものとする。

４ 市長は、前項の規定に基づく啓発指導の実施に必要な協力を行うものとし、必要があると

認めるときは、その実施の状況について報告を求めることができる。

５ 大学、学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第１項に規定する各種学校

を管理する者は、その生徒又は学生に対し、交通安全教育を行うよう努めなければならない。

（家庭における交通安全教育等）
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第12条 幼児、児童又は生徒を保護する責任のある者（以下「保護者」という。）は、その保護

する幼児、児童又は生徒に対し、交通安全教育を行うよう努めなければならない。

２ 保護者は、その保護する幼児、児童又は生徒が自転車に乗車するときは、反射材、乗車用

ヘルメットその他交通事故の防止、被害の軽減に資する器具を使用させるよう努めなければ

ならない。

３ 保護者は、その保護する幼児、児童又は生徒が利用する自転車を定期的に点検し、必要に

応じ整備するよう努めるとともに、自転車損害保険等に加入するよう努めなければならない。

（高齢者の同居者等の助言）

第13条 高齢者の同居者等は、夜間に歩行する場合における自発光反射材の装着その他の交通

事故の防止に関する事項について必要な助言をするよう努めなければならない。

（広報、啓発等）

第14条 市は、自転車の安全な利用の促進について、市民、自転車利用者及び事業者の理解と

協力を得られるよう広報活動及び啓発活動を行うものとする。

２ 市、交通安全団体、自転車小売業者等は、自転車を利用する者の自転車損害保険等への加

入を促進するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

３ 市は、自転車の交通量が多いと認められる区域においては、重点的かつ計画的に自転車の

安全利用の啓発に取り組むものとする。

４ 市は、前項の規定による啓発を行うため、自転車交通安全指導員を置くものとする。

５ 交通安全団体、自転車小売業者等は、広報活動、啓発活動その他の取組を自主的かつ積極

的に行うよう努めなければならない。

（雑則）

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成29年１月１日から施行する。
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静岡市規則第100号

静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年12月13日

静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用等に関する条例施行規則（平成28年静岡市規則第69号）の一部を次のように改正

する。

第６条の表中

「

５ 地方税法第321条の７の２第

１項本文の規定による公的年金

等に係る所得に係る個人の市民

税の特別徴収に関する事務

納税義務者に係る介護保険法第135条第１項の

特別徴収に関する情報
を

」

「

５ 地方税法第321条の７の２第

１項本文の規定による公的年金

等に係る所得に係る個人の市民

税の特別徴収に関する事務

納税義務者に係る介護保険法第135条の規定に

基づく介護保険料の特別徴収に関する情報

に納税義務者に係る年金給付関係情報（国民年金

法（昭和34年法律第141号）による年金である

給付の支給に関する情報をいう。以下同じ。）

」

改める。

第10条の表１の項中「市町村民税」を「市民税」に改める。

第18条の表中
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「

13 介護保険法第129条第２項

の規定による保険料の賦課に

関する事務

当該保険料を課せられる被保険者（以下この表に

おいて「賦課被保険者」という。）又は賦課被保

険者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関

する情報

を
賦課被保険者に係る生活保護実施関係情報

賦課被保険者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報

賦課被保険者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情

報

」

「

13 介護保険法第129条第２項

の規定による保険料の賦課に

関する事務

当該保険料を課せられる被保険者（以下この表に

おいて「賦課被保険者」という。）又は賦課被保

険者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関

する情報

に

賦課被保険者に係る生活保護実施関係情報

賦課被保険者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報

賦課被保険者に係る国民年金法等の一部を改正

する法律（昭和60年法律第34号）附則第32条第１

項の規定によりなお従前の例によるものとされ

た同法第１条の規定による改正前の国民年金法

による老齢福祉年金の支給に関する情報

賦課被保険者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情

報

」

改める。
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第19条中「情報と」を「特定個人情報と」に改め、同条の表中

「

９ 国民健康保険法第76条の規定

による保険料の賦課に関する事

務

当該保険料を課せられる者又は当該者と同一

の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

を

10 国民健康保険法施行規則（昭

和33年厚生省令第53号）第２条

第１項若しくは第３条の規定に

よる被保険者の資格取得の届出

又は同令第11条、第12条若しく

は第13条第１項の規定による被

保険者の資格喪失の届出の処理

に関する事務

当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に

属する者に係る生活保護実施関係情報

」

「

９ 国民健康保険法第76条の規定

による保険料の賦課に関する事

務

当該保険料を課せられる者又は当該者と同一

の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

に

９の２ 国民健康保険法第76条の

３第１項の特別徴収の方法によ

る保険料の徴収に関する事務

当該保険料の徴収に係る者に係る介護保険法

第135条の規定に基づく介護保険料の特別徴収

に関する情報

当該保険料の徴収に係る者に係る年金給付関

係情報

10 国民健康保険法施行規則（昭

和33年厚生省令第53号）第２条

第１項若しくは第３条の規定に

よる被保険者の資格取得の届出

又は同令第11条、第12条若しく

は第13条第１項の規定による被

保険者の資格喪失の届出の処理

当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に

属する者に係る生活保護実施関係情報

当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に

属する者に係る年金給付関係情報
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に関する事務

」

改め、同条の次に次の１条を加える。

第19条の２ 条例別表14の２の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同

項の規則で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定

める特定個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 国民年金法による給付に

係る申請、届出その他の行

為（以下この表において「申

請等」という。）に係る審査

に関する事務

当該申請等に係る者に係る県民税又は市民税に関する

情報

２ 国民年金の保険料の納付

に関する処分に係る申請等

に係る審査に関する事務

当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る県民税又

は市民税に関する情報

３ 国民年金の保険料の免除

又は当該保険料の納付に関

する処分に係る申請等に係

る審査に関する事務

当該申請等に係る者に係る生活保護実施関係情報

第20条の表中

「

４ 高齢者の医療の確保に関する

法律第104条第１項の規定によ

る保険料の徴収に関する事務

当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一

の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

を

当該保険料の徴収に係る者に係る生活保護実

施関係情報

当該保険料の徴収に係る者に係る介護保険法

第135条の規定に基づく介護保険料の特別徴収

に関する情報

」
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「

４ 高齢者の医療の確保に関する 当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一

法律第104条第１項の規定によ

る保険料の徴収に関する事務

の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

に

当該保険料の徴収に係る者に係る生活保護実

施関係情報

当該保険料の徴収に係る者に係る介護保険法

第135条の規定に基づく介護保険料の特別徴収

に関する情報

当該保険料の徴収に係る者に係る年金給付関

係情報

」

改める。

第23条の表を次のように改める。

事務 特定個人情報

１ 難病の患者に対する医療

等に関する法律第５条第１

項の規定による特定医療費

の支給に関する事務

当該支給に係る患者に係る県民税又は市民税に関する

情報

当該支給に係る患者に係る生活保護実施関係情報

当該支給に係る患者に係る中国残留邦人等支援給付実

施関係情報

当該支給に係る患者に係る国民健康保険給付関係情報

当該支給に係る患者に係る後期高齢者医療関係情報

２ 難病の患者に対する医療

等に関する法律第６条第１

項の規定による支給認定の

申請に係る審査に関する事

務

当該申請を行う患者に係る県民税又は市民税に関する

情報

当該申請を行う患者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う患者に係る中国残留邦人等支援給付実

施関係情報

当該申請を行う患者に係る国民健康保険給付関係情報

当該申請を行う患者に係る後期高齢者医療関係情報

３ 難病の患者に対する医療

等に関する法律による医療

当該医療受給者証に係る患者に係る県民税又は市民税

に関する情報
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受給者証に関する事務 当該医療受給者証に係る患者に係る生活保護実施関係

情報

当該医療受給者証に係る患者に係る中国残留邦人等支

援給付実施関係情報

当該医療受給者証に係る患者に係る国民健康保険給付

関係情報

当該医療受給者証に係る患者に係る後期高齢者医療関

係情報

４ 難病の患者に対する医療

等に関する法律第10条第２

項の規定による支給認定の

変更に関する事務

当該変更に係る患者に係る県民税又は市民税に関する

情報

当該変更に係る患者に係る生活保護実施関係情報

当該変更に係る患者に係る中国残留邦人等支援給付実

施関係情報

当該変更に係る患者に係る国民健康保険給付関係情報

当該変更に係る患者に係る後期高齢者医療関係情報

５ 難病の患者に対する医療

等に関する法律第11条第１

項の規定による支給認定の

取消しに関する事務

当該取消しに係る患者に係る県民税又は市民税に関す

る情報

当該取消しに係る患者に係る生活保護実施関係情報

当該取消しに係る患者に係る中国残留邦人等支援給付

実施関係情報

当該取消しに係る患者に係る国民健康保険給付関係情

報

当該取消しに係る患者に係る後期高齢者医療関係情報

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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